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1. 事業の概要 

めまいを伴う難病「メニエール病」治療には「クスリ」「手術」そして海外では第三の方法として低

侵襲な「中耳加圧治療」があるが、日本では認められていない。そこで、日本にある無侵襲な既存医

療機器を改造し、中耳加圧治療を可能とする。初年度（平成 24 年度）中に試作機完成、「新型鼓膜按

摩器」として認証取得する。次いで取得から 2 年以内を目標に認証取得済み「新型鼓膜按摩器」を使

っての治験を経て、日本における「中耳加圧治療器」による新しい治療方法の確立を目指す。 
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1.1 事業の目的 

メニエール病は難聴などの耳症状を随伴する高度のめまい発作を反復する疾患で、1974 年に厚生省（当

時）により難病に指定されている。日本全国で 5～6 万人の患者がいると推定され、このうち 1/3 が種々

の薬物治療などの保存的治療に抵抗して発作抑制できず難病性が高い。これらの症例に対して、従来は

手術や選択的前提機能破壊など高侵襲性治療が行われてきたが、最近では保存的治療と高侵襲性治療の

中間的な治療方法として、主に海外において中耳加圧治療が行われている。しかし、この中耳加圧治療

に使用する装置は、本邦未承認であり、比較的低侵襲ではあるものの鼓膜切開と鼓膜チューブ留置が必

須であることから、更なる低侵襲化が求められている。 

平成 25 年度の本事業において、平成 24 年度に完成し薬事認証申請に必要な試験を完了した試作品の、

「鼓膜按摩器」としての認証を取得。さらなる出力安定化を目指したポンプ及び外装ケースの修正を行

った。 

そして、本来の目的である「中耳加圧治療器」として認可を得るための臨床試験を行う為、医薬品医

療機器総合機構での治験相談を経て、富山大学附属病院、岐阜大学医学部附属病院との「治験契約」を

完了した。 

3 か年計画に沿い、3 年目である平成 26 年度は、治験計画に基づき、認証済みの機器を用いて上記 2

施設での治験を実施する。また臨床研究の過程で中耳加圧治療に最適化した機器の改良ニーズを収集し

「鼓膜按摩器Ⅱ型（中耳加圧治療器）」として、海外への販売を目指した研究開発を行う。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人富山県新世紀産業機構  

PL：林 正晃（第一医科株式会社） 

SL：將積 日出夫（国立大学法人富山大学） 

共同体：①第一医科株式会社 

 ②国立大学法人富山大学 

 ③株式会社河西医療電機製作所 

    ④株式会社ハイメック 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：鼓膜按摩器 

(１) 医療機器等の種類 

機器等の種類 管理医療機器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 鼓膜按摩器（ステップ 1） 分類名称（一般的名称）* 鼓膜按摩器（既存） 

対象疾患 中耳炎他 届出/認証/承認* 認証 

想定される販売先 医療施設 新/改良/後発* 後発 

薬事申請予定者 第一医科株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00137 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社河西医療電機製作所 医療機器製造業許可 13BZ000193 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

(２) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  「鼓膜按摩器」として上市せず 

薬事申請時期 平成 25（2013）年 3月  

上市時期 平成 27（2015）年 9月  

想定売上（上市後 3 年目） 0.7億円/年（平成 30（2018）年時点）  

市場規模（上市後 3 年目） 1億円/年（平成 30（2018）年時点）  

想定シェア（上市後 3 年目） 70％（平成 30（2018）年時点）  

 

(３) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

めまいを伴う難病「メニエール病」治療には「クスリ」「手術」そして海外では第三の方法として低侵

襲な「中耳加圧治療」があるが、日本では認められていない。そこで、ステップ 1 として国立大学法人

富山大学医学部耳鼻咽喉科で臨床研究され実績のある、日本にある無侵襲な既存医療機器を、小型ポン

プをコアとした、ものづくり技術を結集し中耳加圧治療装置への転用が可能となるような鼓膜按摩器を

開発する。 
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1.3.2 製品名：中耳加圧治療器 FME-02(仮) 

(１) 医療機器等の種類 

機器等の種類 管理医療機器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 中耳加圧治療器（ステップ 2） 分類名称（一般的名称）* 未定 

対象疾患 難治性メニエール病 届出/認証/承認* 承認 

想定される販売先 医療施設 新/改良/後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 第一医科株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00137 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社河西医療電機製作所 医療機器製造業許可 13BZ000193 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

(２) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧州他 10ヶ国を計画 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 3月 平成 28（2016）年 4月 

上市時期 平成 28（2016）年 12月 平成 28（2016）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 3億円/年（平成 31（2019）年時点） 5億円/年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 3億円/年（平成 31（2016）年時点） 15億円/年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 100％（平成 31（2016）年時点） 33％（平成 31（2019）年時点） 

 

(３) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

めまいを伴う難病「メニエール病」治療には「クスリ」「手術」そして海外では第三の方法として低侵襲

な「中耳加圧治療」があるが、日本では認められていない。ステップ 2 として、ステップ 1 で開発した

小型鼓膜按摩器を、中耳加圧治療装置に最適な制御ソフトの改良や入手性のよい電池を使用する為の改

良、さらに駆動モータを国内ものづくり企業の技術を生かし国産化し､キャリングケースの開発を行っ

た。 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(１) 医療現場で期待される波及効果 

メニエール病は難聴などの耳症状を随伴する高度のめまい発作を反復する疾患で、これらの症例に対

して、従来は手術や選択的前提機能破壊など高侵襲性治療が行われてきたが、最近では保存的治療と高

侵襲性治療の中間的な治療方法として、主に海外において中耳加圧治療が行われている。しかし、この

中耳加圧治療に使用する装置は、本邦未承認であり、比較的低侵襲ではあるものの鼓膜切開と鼓膜チュ

ーブ留置が必須であることから、更なる低侵襲化が求められている。 

国立大学法人富山大学医学部耳鼻咽喉科で長年臨床研究され実績のある、既存鼓膜按摩器による中耳

加圧治療は、無侵襲であるが装置が大きく重いため、可搬性に適していない。 

本開発品は小型軽量化及び制御機能を有しているため、本邦初の中耳加圧治療装置として期待されて

いる。 

 

(２) 当該機器等の市場性 

 1) 提案する機器の想定顧客 

 【国内市場・顧客】 

全国に 15,000 人、年に 1,500 人を想定している。 

 

メニエール病は、難聴などの耳症状を随伴する高度のめまい発作を反復する疾患で、1974 年に厚生

省(当時)により難病に指定されている。全国で 5-6 万人の患者がいると推定され、このうち約 1/3 が

種々の薬物治療などの保存的治療に抵抗して発作抑制ができず難病性が高い。従来、これらの症例は

手術、選択的前庭機能破壊など高侵襲治療が行われてきた。「中耳加圧治療」は保存的治療と高侵襲

性治療の中間的に存在し、高い治療効果が期待できる治療法であり、この普及はメニエール病診療上

極めて有用と考えられる。また、当該事業で開発する装置は、薬物治療にも代わりうる可能性があり、

本開発品の市場は更に増えるものと思われる。 

 

 【海外市場・顧客】 

海外 10 数カ国で Meniett®が規制をクリアしており、市場はあると考える。 

海外では 10数カ国で侵襲性のある Meniett®が規制をクリアしており市場が形成されている。海外の

先進国では、10万人当たり 30～40人のメニエール患者がいると推定されており、海外でも市場性はあ

る。 

侵襲性のある Meniett®でも、12年間の販売台数が 2,200台（海外）といわれ、無侵襲で優位性のあ

る本開発品は、国際的にも十分に競争出来るものと思われる。 

 また、台湾で 2013.11 開催された日本台湾耳鼻咽喉科学会併設展示会にて、台湾の医療機器販売業

者によるメニエール病治療を目的とした Meniett®の販促があり、2014年から台湾市場においてアクテ

ィブな販売を計画しているとの情報を得た。 

 2) 提案する機器の想定市場規模 

 【国内市場・規模】 

   メニエール病を罹患しており既に医療施設にアクセスのある患者は、およそ 10%程度と推定され、

1,500人/年が受診すると想定している。  
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 【海外市場・規模】 

  海外では 10 数カ国で Meniett®が規制をクリアしており、各国での市場形成が推定される。 

侵襲性のある Meniett®で 12 年間の販売台数が 2,200 台（海外）との情報があるが、無侵襲で優位

性のある本開発品は、国際的にも十分に競争出来るものと思われ、新たな市場創造が期待できる。 

近年の動向として、台湾で 2013.11 開催された日本台湾耳鼻咽喉科学会併設展示会にて、台湾の

医療機器販売業者によるメニエール病治療を目的とした Meniett®の販促があり、2014 年から台湾

市場においてアクティブな販売を計画しているとの情報を得ており、きっかけがあれば、国外含め

た耳鼻咽喉科医療領域において、市場が活性化する可能性がある。 

 具体的には、Meniett®規制対応国（厚生労働省「第 16 回医療ニーズの高い医療機器等の早期導

入に関する検討会」平成 23 年 7 月 7 日より）が候補と考えられ、以下の国を中心に市場調査を継続

している。 

   米国 1999 年 12 月(510(k)) 

 韓国 2001 年 1 月 

 カナダ 2001 年 5 月 

 欧州 2002 年 3 月(CE) 

   オーストラリア 2004 年 1 月 

   ニュージーランド 2004 年 5 月 

 中国 2005 年 3 月 

   アルバニア 2005 年 3 月 

     エジプト 2005 年 3 月 

     ヨルダン 2005 年 3 月 

 ベラルーシ 2005 年 3 月 

     トルコ 2005 年 3 月 

     UAE 2005 年 3 月 

     モーリシャス共和国 2005 年 3 月 

  南アフリカ 2005 年 3 月 

  台湾 2005 年 10 月 

 

先進国では、10 万人当たり 30～40 人のメニエール患者がいると推定されており、国外での市場

性は日本と同様の考え方で期待できる。 

 

(３) 競合製品/競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品/競合企業の動向 

 Meniett®/Medtronic USA, Inc(米国) 

1999 年 12 月に米国 FDA より 510(k)にて製造販売許可を受け、欧州では 2002 年 3 月に CE

マークを取得している。 

Meniett®に関する改良などの新情報はなく、国内での販売を許可される見込みも不明であり、

国内で使用できる本開発装置は期待されているものと思われる。 

 鼓膜按摩器 IC-58/株式会社河西医療電機製作所 

既存「鼓膜按摩器 IC-58」は特別な宣伝を行っていないのにも関わらず毎年一定の販売実績
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があり、鼓膜按摩器としての買い替え需要があると考えられる。また「新型鼓膜按摩器」(本

開発品)に関し中耳加圧療法の実施が目的と思われる医療施設からの問い合わせがある。 

但し、当開発による最終製品の生産は、当コンソーシアムメンバーでありかつ IC-58 の製造

販売元である株式会社河西医療電機製作所が行う予定であり、当事業での開発完了時は、開発

品（鼓膜按摩器 FME-01）と IC-58 が並行して市場に出荷される見込みである。 

 その他 

同様又は類似の目的で使用される機器は、手動式の安価な器材と高額なチャンバーが存在す

るが、本機器とは市場が異なると考える。 

 

 鼓膜按摩器Ⅱ型 
（中耳加圧治療器） 

FME-02（仮） 

鼓膜按摩器Ⅰ

型 

FME-01 

IC-58 

（既存鼓膜按摩器） 
Meniett® 

外観に関わる内容 

サイズ 小 

120x100x50mm 

大 

226x168x103mm 

小 

150x110x55mm 

重量 軽い 

470g 

(電池含、本体のみ) 

重い 

2kg 

軽い 

550g 

(電池含、本体のみ) 

電源 電池又はＡＣ電源 ＡＣ電源 電池又はＡＣ電源 

難治性メニエール病に対して使用する時の内容 

 処置手順 無侵襲。 

※但し、鼓膜切開症例には禁忌。 

無侵襲。 

※但し、鼓膜切開症

例には禁忌。 

鼓膜切開とチュー

ビングが必須。 

 作用機序 前庭窓と正円窓

に作用 

前庭窓と正円

窓に作用(目的

外) 

前庭窓と正円窓に

作用(目的外) 

正円窓に作用 

 日本国内での薬事 クラスⅡ（見込） クラスⅡ クラスⅡ 適用無し 

 日本国内での購入 可能 可能 困難 

 日本国内でのメンテ 全国網羅、販売店経由 販売店経由 困難 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品/企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 目的とする治療 

本開発品による治療は、無侵襲で鼓膜に穴をあけることがないので、簡単に脱着が可能であり、症状

が改善された場合は簡単に中断・再開を行うことができる。これに対し Meniett®による治療では、鼓膜

切開とチュービングが必須であり、医師・患者の負担において、本機器が最適と考えられる。 

 

 機器（外観） 

容積、重量とも最小であり、電源は、電池又は AC 電源の双方を利用可能である。外出先や在宅での

使用など、ポータブルなことが利用者の負担を軽減するシーンにおいて、本機器が最適と考えられる。 

 

 その他 

日本国内での修理などメンテナンスを含む市場アクセスは本機器が最適であるが、逆に国外では、既

に販売実績のある Meniett®が優位と考えられる。 

本開発品は、動作ログ記録機能を搭載し、また動作パラメータの調整を管理者により行うことができ

る。臨床研究目的での使用においては治療の経過が明確となり、患者に合わせた治療を検討するにおい
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て、本機器が最適と考えられる。 
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(１) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26成果報告時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理
機関名

事業名

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

臨床試験 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

【製品名】
新型鼓膜按摩器
中耳加圧装置

A プロモーション活動（機器展示等） 【鼓膜按摩器】
A：量産体制の確立

【中耳加圧装置】
A：量産体制の確立
B：保険収載活動の加速
C：販売体制構築の加速
D：国外代理店体制の構築

① 専用ポンプ及びフィードバック機構の設計
開発試作
② 外装及び計装設計、新型試作器製造
③ 設計入力情報及びフィードバック情報収集
④ 臨床現場での安全性、臨床試験

① 鼓膜按摩器Ⅰ型として認証取得と製作
② 鼓膜按摩器Ⅰ型の改良及び鼓膜按摩器
Ⅱ型（中耳加圧装置）の開発
③ 臨床現場での臨床評価、設計入力情報の
収集
④ 治験

① 「鼓膜按摩器Ⅱ型（中耳加圧治療器）」の
開発
② 日本国内販売への対応
③ 海外市場販売への対応

新型鼓膜按摩器として、2014年に上市予定

であったが、本装置を用いての治験を実施し

た関係で、治験終了まで上市について保留。

治験開始が遅れたため、承認申請がずれ込

み、中耳加圧装置としての上市時期を変更せ

ざれを得なくなった。

【製品名】
新型「鼓膜按摩器」

【製品名】
中耳加圧治療器

Ｈ２４－０９４

公益財団法人富山県新世紀産業機構

難治性メニエール病のめまい発作を無侵襲的に軽減する医療機器の開発

中耳加圧装置

（設計）

治験計画書受理、治験契約、実施 ２施設（CRO利用）

新型鼓膜按摩器

（設計・事業検討）

試作・試験

★
H25.3.25 新型「鼓膜按摩器」認証申請

★
H25.8.5 新型「鼓膜按摩器」認証取得

試作・試験

加圧ポンプ設計・ボイスコイル

モータ開発・電池変更

★
H26.4.22 PCT出願及び台湾特許出願

★
H25.4.23 PCT出願及び台湾特許出願

新型鼓膜按摩器

（設計・事業検討）

保険収載 相談

PMDA相談

海外安全性試験・EMC試験

★
新型鼓膜按摩器上市予定

加圧ポンプ設計

新型鼓膜按摩器

（設計・事業検討）

加圧ポンプ改良 加圧ポンプ改良・VCM

開発・電源見直し

試作・試験

新型鼓膜按摩器

（改良）

新型鼓膜按摩器・中耳加圧装置用加

圧ポンプ設計・ボイスコイルモータ開

発・電池変更

新型鼓膜按摩器・中耳加圧装置用加圧ポンプ設計・

ボイスコイルモータ開発・電池変更

中耳加圧装置用制御ソフト開発

CRO契約、PMDA治験相談、計画届出書提出

薬事承認申請

★
中耳加圧装置FME-02（仮）国内

・海外上市予定

★
H26.12国内移行

面接審査

データマネジメント

CEマーキング取得

CERドラフト作成
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(２) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 1.5 2.0 3.5 3.5 3.5 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 1.5 2.0 3.5 3.5 3.5 

売上高（単位：億円） － － － － 1.0 3.0 4.0 8.0 8.0 8.0 

販売数量（単位：） － － － － 500 1,500 2,000 4,000 4,000 4,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

国内活動継続と、海外対応活動継続のそれぞれを計画している。 

(1) 国内活動 治験と承認完了 

データマネジメント、PMDA 承認申請での投資を計画している。 

(2) 海外対応活動 

CE 品目登録、各国規制対応（10 か国）、各国知財対応（特許、商標他）（10 か国）の投資を計画

している。 

 

 2) 回収計画 

(1) タイムライン 

2016 年度末に国内販売を開始し、同時期から海外販売を開始する計画である。 

また、鼓膜按摩器の販売は 2015 年 10 月から国内のみとし、IC-58 の販売実績に加え新たな市場開

拓を行う。 

 

(2) 回収期間、損益分岐点 

平成 24 年度と 25 年度に執行された本事業の事業費と、26 年度分で予定される事業費、及びその他

上記の委託事業終了後の投資計画総額を合算すると、開発にかかる投資金額は約 2億円と考えられる。 

また、量産開始後の直接原価より割出した販売金額に対する粗利益額を算出すると、開発投資金額

は 1,600 台販売時点で回収できると考えられる。 

国内販売のみで考えた場合 1,500 台/年の市場を推定しており、遅くとも販売開始から 2 年目中には

全額回収する計画である。 

 

(３) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

製造販売業の第一医科株式会社が軸となり、製造、販売とも、既存の医療機器ビジネスの“仕組み”

に一製品を加える形をとり、市販後の改善、情報収集、拡販を行うことで、売れ続けることを目指す。 

 

 2) ビジネス体制 

第一医科株式会社は製造販売業として販売活動、製品改善活動全般、規制要求対応全般を担当する。
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市販後情報について適切に PMDA と相談する。販売は既存の営業活動を活用し、ユーザーへの販促と代

理店を通じて顧客に届ける。 

国立大学法人富山大学は国内外へのアカデミックセールスを行う。また必要に応じて市販後調査に協

力する。 

株式会社河西医療電機製作所は製造業として製造と修理を担当する。生産工程を適宜改善する。 

株式会社ハイメックは販売業として主に富山大学を中心に医療施設からの情報収集を行う。また販売

ノウハウの助言を行う。 

公益財団法人富山県新世紀産業機構は本事業管理機関として継続して支援する。 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

株式会社河西医療電機製作所：医療機器製造業として、「鼓膜按摩器 FME-01」及び 

              「中耳加圧治療器 FME-02（仮）」の製造を行う。 

 

第一医科株式会社：医療機器製造販売業として、認証済みの「鼓膜按摩器 FME-01」の市場投入 

         及び、市販後情報収集（安全情報含）、品質情報を収集し品質保持及び向上に 

         務める。 

         「中耳加圧治療器 FME-02（仮）」については、実施中の臨床試験の終了後 

         GCP 調査を経て医療機器承認申請を行い、国内販売次いで CE マーキングを 

取得し海外への販売を開始する。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(１) 委託事業の事業概要 

「中耳加圧治療」に使用される米国製機器は本邦未承認のため臨床使用は難しい。この解決に、国内で製造販売中の医療機器を改良し、無侵襲的

に症状を軽減する医療機器を開発する 3 か年計画を策定した。 

1 年目では、携帯可能な「鼓膜按摩器Ⅰ型」の試作を完了、薬事認証申請可能な状態とした。 

2 年目の平成 25 年度は、「鼓膜按摩器Ⅰ型」の認証を取得。認証済みの機器を用いた複数施設での治験を実施（実施内容④）してエビデンスに基づ

く「中耳加圧治療」の普及を加速させることを目指し、ＰＭＤＡとの治験相談及び「治験計画」受領を経て、富山大学附属病院、岐阜大学医学部附

属病院と治験契約を締結した。また中耳加圧治療に最適化した機器の改良ニーズを収集し、出力のさらなる安定化を目指した機器の改良（実施内容

②③）を行った。 

3 年目の平成 26 年度は、治験計画に基づき富山大学附属病院、岐阜大学医学部附属病院において治験を実施し、国内販売のための薬事承認申請準

備をする（実施内容②）。 

治験機器「鼓膜按摩器Ⅰ型」は、出力モードを、鼓膜按摩モードと弱按摩モード（中耳加圧モード）の二つのモードを持っているが、「中耳加圧治

療機」として不用な鼓膜按摩モードを切り離す修正を行う。さらに治験に影響のない範囲で、耐久性向上を図るため、長期間の使用に耐えるダイヤ

フラム部の密閉性を改良する。また加圧ポンプの動力源である部材（ボイスコイルモータ）について、海外市場展開を考慮し、安定供給（入手性）、

低価格な部材に組み替える。（実施内容①） 

海外での販売に必要な、CE マーキング取得の為に必要なデータを取得するとともに、海外市場の調査（実施内容③）を行う。 

 

 

(２) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

鼓膜按摩器 

FME-01 

滲出性中耳炎などに対する治療機器 

試作認証済み機器のマイナーバージョンアップ品 

中耳加圧治療器（仮） 

FME-02（仮） 

難治性メニエール病に対する治療機器 
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(３) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①－1 制御ソフトの修正 

▶ 

中耳加圧治療器として、より適切な操作方法とする

ための制御ソフトウエアの改善修正を行い、目的を

達成した。 

▶ 

特になし。 

①－2 加圧ポンプの設計開発 

▶ 

出力安定化、動作効率向上及び耐久性向上をさせた

試作品完成。 ▶ 

ダイヤフラムの耐久性の検討が不十分である

が、治験にて使用している機器においては、損

傷などの症状は出ていない。 

①－3 ボイスコイルモーター(ＶＣＭ)の設

計開発 
▶ 

初期試作製品に採用した海外製の VCM と同寸法、同

性能の試作品ができた。日立金属が特許を所有する

ネオジム磁石を使用しているので、国内・海外販売

におけるライセンス問題をクリアした。 

▶ 

製品原価に対する価格交渉が必要。 

（海外製よりはかなり低価格になっているが） 

①－4 電池の変更（外装ケースの変更含） 

▶ 

入手しやすく、充電可能な単 4 電池を採用する為、

アンダーケースの電池挿入部形状変更、挿入方向の

表示、電池取付金具の選定、電池フタの形状、寸法

を変更した試作品完成。 

▶ 

特になし。 

①－5 キャリングケースの開発 

▶ 

小型軽量で装置を取出すことなく使用可能で、附属

品も収納可能なキャリングケースの試作が完成し

た。 

▶ 

設計インプット通りの試作は出来上がったが、

若干オーバースペックで、予定原価に見合うよ

う見直しが必要。 

①－6 「鼓膜按摩器Ⅱ型（中耳加圧治療器）」

試作機の製作 
▶ 

中耳加圧治療器用（一部 FME-01共通）に改良された

部品が問題なく取付けられた試作品 4 台が完成し

た。 

治験機器の不足に伴い、追加で 6台制作した。 

▶ 

予定市場価格に合わせた製品原価を調整する必

要がある。 

②－1 治験 

▶ 

20 症例を目標に計画した治験において、富山大学 9

例（脱落 2 例）、岐阜大学 12 例（脱落 2 例）の登録

が行われ、両施設合わせて 7 症例が完成している。 

治験を実施するにあたり、1 か月毎の機器メンテナ

ンスを実施した。 

▶ 

事業期間中に治験が終了せず、今後の支援業務、

治験登録等に多額の費用が掛かると予想され

る。 

②－2 承認申請準備 

 
▶ 

現状未着手。 
▶ 

承認申請に必要な経費（PMDA 相談費用等）。 

②－3 販売体制の構築 

▶ 

本事業終了後、鼓膜按摩器として販売開始予定。 

中耳加圧治療器として在宅医療に対する流通体制、

メンテナンス体制を検討。保険収載に関し、在宅医

療を想定した申請方法等を検討した。 

▶ 

在宅医療器を想定しているが、流通、メンテナ

ンスについて検討し、専門部門の新設等を検討

する。保険収載については、学会への働きかけ

が必須となる。 

③－1 海外標準安全試験・EMC試験の対応 
▶ 

終了し、レポート受領済み。 

 
▶ 

特になし。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

③－2 海外規制への対応（CEマーキング） 

▶ 

富山大学はモルモットを使った動物実験を実施し、

良好なデータを取得した。㈱ハイメックは確実な加

圧の実現や器具の固定等の補助を行った。第一医科

㈱はデータ計測及び解析を行った。 

第一医科㈱は、CEマーキングについてのコンサルタ

ントを選定し、QMS 構築、CER を作成した。 

 

▶ 

動物実験に関しては良好なデータを取得できた

ので、CE マーキングで要求される、CER 作成時

にエビデンスとして添付。 

第一医科㈱は 3 月末に認証機関の審査を受け、

CE に必要な QMS 体制を構築する。中耳加圧治療

器の CER については、国内の治験が終了しなけ

れば、最終的なものはできない。 

③－3 海外知財対応（ＰＣＴ出願） 

▶ 

PCT及び台湾へ 2014年 4月 22 日出願した。 

本事業における伴走コンサルと契約弁理士に協力を

依頼し、詳細に請求項を検討、補正した請求項での

早期審査請求による日本国内移行を優先した。 

▶ 

特許庁に対し、面接審査を申請しており、実施

を経て日本国内移行を確実に行い、結果を踏ま

え、海外対象国移行を検討する。 

③－4 海外市場調査 

▶ 

海外市場展開をするにあたり、ブランド商標戦略の

必要性から、現在使用しているコーポレートブラン

ド「First」での商標登録は極めて困難との結論に至

った。 

▶ 

「First」に代わるブランド名の候補を選定し、

代替えブランドによる調査を実施し、良好な結

果を得ているが、決定はしておらず、今後検討

を重ね国内での変更を含め決定する。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(１) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 簡易相談（2013 年 3 月 1 日@PMDA） 

医療機器審査第 2 部にて事前面談 

【相談内容】 

適応・対象疾患の選択の妥当性、症例数の妥当性、比較試験の必要性及び比較対象の妥当性、 

エンドポイントの設定の妥当性 

 簡易相談（2013 年 4 月 17 日@PMDA） 

医療機器審査第 2 部にて事前面談 

【相談内容】 

2013 年 3 月 1 日と同内容 

 対面助言相談（2013 年 7 月 24 日@PMDA） 

医療機器審査第 2 部にて対面助言実施 

【相談内容】 

1：適応・対象疾患の選択の妥当性について 

2：症例数の妥当性、比較試験の必要性及び比較対象の妥当性、エンドポイントの設定の妥当性 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 治験の予定症例数 20 症例が完成するまでには

まだ日数がかかる。 

現在 2 施設で合計 22 症例の登録があり、4 症例の

脱落があったが、特に対策はできない。 

② 予定症例数が完成したのち、GCP調査を経て承

認申請をする。 

承認申請についてアドバイザーと契約し効率よく

申請作業を進める。 

③ 承認申請に多額の費用が必要となる。 申請するクラスによって費用が大きく違うので、

PMDA の戦略相談等を利用しクラスを決める。 

 

(２) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

対象国を特定するまでの時間的猶予を最大限確保する方針に則り、PCT 国際出願し、同日 PCT 非加盟

国である台湾に出願した。 

特許庁から本件の「国際調査報告」を受領、新規性及び進歩性それぞれ否定的な見解を得た。 

これを受けて、本事業の伴走コンサルティングと契約弁理士に協力を依頼し、詳細に請求項を検討し

補正した請求項での早期審査請求による日本国内移行を優先した。 

面接審査を要求しており、本報告書作成日現在面接日程の返答を得ていないが、日本国内移行を確実

に行い、その結果を踏まえ、今後海外対象国移行を検討する。 
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 権利化/ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

第一医科株式会社が現在使用しているコーポレートブランド「First」が商標保護されていない現状は、

模倣品によるビジネス機会喪失リスクが高いと判断し、本事業進行において、製品に関わる特許に加え

て、模倣品対策に力点を置いたブランド商標戦略を確立すべきとの結論に至った。 

「First」を活用できる形での新たな商標登録を目指し、「First」を活用できるブランド名を検討し、

新ブランド名について 14 カ国での商標調査を実施し、良好な結果を得た。 

今後、新ブランド名を商標登録し、模倣品侵害を対策する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許と商標それぞれの権利を精査し、適宜対応する。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 特許申請において、新規性に否定的な見解を得

て、内容を見直す必要がある。 

伴走コンサルでのアドバイスに基づき、特許庁での

面接審査を実施予定。 

 

(３) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

内部部品まで国産化を目指した結果、ほぼ純国産とすることができた。大きなリスクはないが、海外

展開した場合のメンテナンスについて検討する必要がある。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

事業期間中に予定症例数の完成とはならず、今後の状況は不明だが、現状観察期脱落以外の登録症例

では良好な結果が出ている。順調にいけば 2015 年秋までには終了となり、GCP 調査を経て 2016 年初頭

に承認申請できると考えている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 海外販売を行うにあたり CE マーキング取得は

必須であるが、国内での治験が終了していない

現状では進まない。 

CE マーキング取得の支援業務会社と契約し、取得

に必要な Clinical Evaluation Report 作成を進め

ている。 

② 本事業は終了したが、治験はまだ継続してお

り、診療費、CRO費用など多額の出費が必要。 

自己資金にて進める。 

③ 保険収載について、方向性は見えてきたが具体

的な目途はたっていない。 

アドバイザーと契約し、SL である富山大学 将積

教授を交え申請について協議中。 
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(４) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

＜国内事業体制＞ 

販売網は第一医科株式会社の耳鼻咽喉科向け既存チャネルとして十分に整備されていると考え、現行

事業をそのまま活用する計画であり、現行事業の体制を維持している。 

＜海外事業体制＞ 

第一医科株式会社の現行事業の代理店を通じた市場調査と、海外展示会での情報収集を継続して、適

切な体制について調査を継続している。 

また、海外規制対応、CE 対応と合わせて、海外市場向け Clinical evaluation report の作成を通じて

競合品および市場調査を実施しており、2015 年 2 月完了予定である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

第一医科株式会社の既存の体制を活用する予定である。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造予定の株式会社河西医療電機製作所は製造業を持っており、QMS 体制は構築されている。 

製造販売する第一医科株式会社は、第 1 種製造販売業を取得しているだけではなく、ISO13485 も取得

しているので、品質保証体制に問題はない。 

 広報・普及計画 

診療報酬収載に向けて、厚労研究班や学会への協力、多施設臨床研究への働きかけを継続し、専門コ

ンサルタントと厚労省経済課への相談を計画している。 

海外規制対応、CE 対応と合わせて、海外市場向け Clinical evaluation report の作成を通じて競合品

および市場調査を実施しており、2015 年 2 月完了予定である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 国内販売において在宅使用が前提となるが、販

売体制構築に至っていない。 

共同研究者である㈱ハイメックと販売体制構築に

ついて協議検討している。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(１) 対象とする課題・ニーズ 

特になし。 

 

(２) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 圧力範囲-2.5kPa～+7.5kPa 

変更後 圧力範囲-3.5kPa～+6.5kPa 

コイルガイドのストロークは変更できないが、よりスムースな動作と安全性を高めるため、陽圧域を

減少させ圧力範囲を-2.5kPa～+7.5kPa より-3.5kPa～+6.5kPa へ変更した。 

その他、細かな仕様変更を行った。 

 

(３) 事業化体制 

特になし。 

 

(４) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

 薬事 

変更前 単年度計画の探索的治験を計画 

変更後 （独）医薬品医療機器総合機構での事前面談により、複数年で実施する検証的治験に変更。 

通常は、探索的治験を実施し段階を踏んで検証的治験を実施する場合が多いが、海外での類似の機器

の臨床データ、富山大学での鼓膜按摩器を使用した 10 年間の臨床データから、検証的治験で実施できる

と判断いただいた。 

 

 上市スケジュール 

変更前 新型鼓膜按摩器を、平成 25 年度内に認証取得し上市する。 

変更後 平成 25年度に認証取得し上市できる状態としたが、上市はしていない。 

平成 25 年 8 月、薬事法管理医療機器「鼓膜按摩器」としての認証を取得し、上市可能な状態としたが、

治験にマイナスの影響を与える可能性を考慮し、製品として製造できる体制を構築していない。 

 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 認証済みの「鼓膜按摩器Ⅰ型」の「電気安

全試験」及び「電磁両立性試験」については、

年版を合わせる必要あり。異なる場合は、「適

合規格違反」の可能性あり。 

平成 24年 6月 1日 厚生労働省医薬食品局

発行 薬食機発 0601 第 1 号において、認証基

準告示で引用される JIS のうち、「医用電気機

器－第 1部：安全に関する一般的要求事項(JIS 

T 0601-1:1999)」が「医用電気機器－第 1 部：

基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項

(JIS T 0601-1:2012)」に改正されたことに伴

う経過措置にて、平成 29 年 5 月 31 日の翌日
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領域 指摘事項 対応 

以降改正後の JIS に適合する必要があると通

知されている。また「（独）医薬品医療機器綜

合機構」の医療機器基準等情報提供ホームペ

ージにおいても、認証基準の［日本工業規格］

引 用 規 格 等 で 、 JIS T 0601-1:1999

（2017/05/31 まで適用可）となっていること

を確認した。 

期限に留意し対応を計画することとした。 

知財対応 現状について精査し、知財戦略については

大きく見直すこと。（その後知財について個別

伴走コンサルが開催され、新規性・進歩性に

ついて大きく問題があることが明確になっ

た。調査方法の見直しも含めて、再度製品や

技術を精査し知財について再検討すること。）

ああ。 

PCT 出願したが国際調査報告にて新規性、

進歩性を有しないとの見解を得て、以下を実

施している。 

また、参入障壁を築く目的としての知財戦

略をゼロから見直し、具体的には請求項を見

直し、当局との面談を前提とした活動を計画

し、2015 年 1 月に、確実に権利化を実施する

予定である。 

(1)知財における経営視点欠落の改善 

(2)チーム内連絡体制不備の改善 

技術・評価面 なし なし 

その他事業

化全般 

いつ誰にどのように商品を出していくの

か、販売戦略を明確化（ブレークダウン）

し、記載を追加する 

(1)「新型鼓膜按摩器」 

2015 年 9 月販売開始を計画。病院･クリ

ニック向け販売とし、既に鼓膜按摩器を使

用中の施設での買換えを促す。患者個人へ

の販売はしない。販売チャネルは既存第一

医科製品の販売チャネルである日本全国の

医療機器ディーラーとする。海外市場で期

待できる情報は無く、海外での販売は計画

しない。 

(2)「中耳加圧治療器」 

2016 年 12 月販売開始を計画 (治験･承認

プロセス進捗に依り前後する)。病院･クリニ

ック向け販売とし、患者個人への販売はし

ない。販売チャネルは既存第一医科製品の

販売チャネルである日本全国の医療機器デ

ィーラーとする。 

糖尿病患者に対する携帯型インスリン注

入ポンプの販売モデルを参考に、医師の指

示により患者には病院所有の当該製品を貸

し出し、通院を促す。 

同時に診療報酬の対象となるべく、厚労

省経済課および日本耳鼻咽喉学会との合意

形成を促進する。 
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領域 指摘事項 対応 

海外市場向けには、既存第一医科製品の

販売チャネルである代理店と市場調査を継

続し、めまい関連機器のパッケージで展示

会を活用し戦略を熟成する。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  治験に基づく国内承認 

平成 26 年度本事業終了時に症例数不十分な場合、平成 27 年は本事業とは別に資金調達

の上新たに治験契約を締結し、臨床データを収集する。 

治験に基づき国内承認取得後、国内販売を開始する。 

 

 診療報酬対象化 

 めまい平衡医学会及び日本耳鼻咽喉科学会からの要望による保険収載を第一選択肢と

して、関係者とシナリオを作成する。 

 

 海外規制対応 

社内 QMS をＣＥ対応とする。 

ターゲット相手国での市場性を調査する。 

同時に QMS のＣＥ対応を前提としてターゲット相手国の品目規制対応の準備をする。 

 

知財対応  補正した請求項での早期審査請求につき面接審査を要求しており、本報告書作成日現

在面接日程の返答を得ていないが、日本国内移行を確実に行い、その結果を踏まえ、

今後海外対象国移行を検討する。 

技術・評価面  開発製品の熟成 

進行中の治験から明らかになった技術的な改善点を継続して改善する。 

変化が予想される国内外の技術的規制要求事項に対応して改善する。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流

 

1.10.2 自己評価理由 

当初目標である「新型鼓膜按摩器」を初年度に完成、2 年目に安全試験 EMC 試験を基に認証を取得し

て準備を進め、3 年目に開発機器での治験をスタートすることができた。治験開始までの準備に時間がか

かったこと、また症例の集まりが開始当初スローであったことにより、事業期間内に承認申請完了まで

至らなかったが、活動は計画に沿い進行していると評価する。 
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1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(１) 事業体制 

第一医科株式会社が担当した活動の中で以下の点について第一医科内部で対応したが、第一医科のエ

フォートが極めて増大し、専門知識の不足が散見された。事業開始時から専門家を組込んだ体制を構築

すべきだった。 

治験：CRO 契約、CRC 契約、施設増対応 

知財：弁理士事務所によるコンサルティング 

海外対応：CE 他規制、商標コンサルティング 

 

(２) 事業の進め方 

臨床試験を実施するにあたり、治験業務を外注に委託、治験プロトコル（案）を作成した後、（独）医

薬品医療機器総合機構に提出したが、治験プロトコルの受理に予想以上の時間を要したため、2 施設との

治験契約に遅れが生じた。また、治験開始時における治験候補者選定数が少なかった。よって、平成 26

年度中に「中耳加圧治療器」の承認申請には至らなかった。 

事業全般にわたり、定期的に小ミーティングを行い、課題が発生した領域に重点的な対応ができる体

制を構築するべきであった。特に第一医科株式会社が担当する、治験、知財、海外対応において、改善

できた面が多くあった。 

 

(３) その他 

委託事業開始時に戻ることができた場合に改善できると思われる点として、上記の体制と進め方の 2

点である。今後の本事業の進行において改善を続けていく。 

また、事業遂行の過程における課題への対応方法などを今後の医工連携による医療機器等の実用化に

携わる者への模範・参考となるよう心がけるとともに、その情報発信に協力する所存である。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 産学官連携推進センター プロジェクト推進課 

〒930-0866 富山県富山市高田 529番地 

電話: 076-444-5607 / FAX: 076-444-5630 / E-mail: project@tonio.or.jp 


